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鹿児島大学 ID の配布について 

 

学内の各種情報システムを利用するために必要な鹿児島大学 ID について、過去に取得されていない全教職員へ

配布することが第 190 回教育研究評議会にて了承されました。 

つきましては、同封のとおり鹿児島大学 ID パスワード設定コード通知書（以下、通知書）を送付しますので、

下記の解説にしたがい各自でパスワードを設定いただき、今後必要に応じ活用くださるようお願いいたします。 

 

 

・通知書には、鹿児島大学 ID と、パスワードの設定に必要なパスワード設定コードが記載されています。 

・パスワード設定コードは、パスワードではありません。パスワード設定コードには有効期限（通知書に記載） 

がありますので、有効期限内に必ず各自でパスワードを設定してください。 

・有効期限が切れた場合は、鹿児島大学 ID 手続依頼書を提出し、パスワード設定コード通知書の再発行を受けて

ください。詳しくは、情報基盤統括センターの Web サイトをご参照下さい。 

 

 

                              【相談・お問合せ先】  

 情報基盤統括センター メディア広報室 

電 話： 099-285-7474（内線 7474） 

E-mail： info@cc.kagoshima-u.ac.jp  

 

パスワード設定方法の解説 

 
１．情報基盤統括センターWeb サイトにアクセスします。 
 
 
 
 
 

２．鹿児島大学 IDマイページ をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↳裏面へ続く 

 



パスワードの要件にご注意下さい 

・８文字以上 16 文字以下 

・アルファベットの小文字、および数字を 

それぞれ 1 つ以上含む 

・さらに、記号 ！ ＃ ー ＝ ？ ＠ のどれかを 

１つ以上含む 

3．パスワード設定コード入力画面 という部分をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

×鹿児島大学 ID とパスワードの欄ではありませんので注意して下さい。 

 

4．鹿児島大学 ID と パスワード設定コード を、入力欄にそれぞれ転記し、 次へ をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．自分で考えたパスワードを、入力欄（2 箇所）に入力し、パスワード設定 をクリックします。 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

6．パスワードを設定しました という表示が出たら、閉じる をクリックして終わりです。 

 

 

 

kadai メール kxxxxxxx@kadai.jp を使う場合 

チェックを入れたままにしておきます。 



 

鹿児島大学 ID は、鹿児島大学在籍者に発行される、k で始まる 8 桁の番号で、学内の各種情報システム

等を利用する際に必要です。現在、鹿児島大学 ID で主に以下のシステムが利用できます。 

 

◆ オンラインストレージ（Web File Service） 

・データの保存を、紛失の恐れのある USB メモリではなく、 

インターネットを介して安全に行えます。 

・メールに添付できないような容量の大きいファイルを、 

複数の人や学外の人とやり取りできます。  

 

 

 

◆ kadai メール（Office365 アカウント） 

・鹿児島大学 ID@kadai.jp 

（例： k1234567@kadai.jp） 

という個人用のアドレスが利用できます。 

・職種に応じて Office365 A3 または A1 

が利用できます。 

 

 

◆ 無線 LAN ネットワーク接続（eduroam） 

・国内外の eduroam 参加組織の無線 LAN アクセスポイントを利用できます。 

※利用時の ID は、鹿児島大学 ID@kagoshima-u.ac.jp 

（例： k1234567@kagoshima-u.ac.jp） 

 

 

◆ 研究者情報管理システム 

・現在、研究者情報管理システムのログインは、職員番号でログインする方法と、鹿児島大学ＩＤでログイン

する方法がありますが、今後は鹿児島大学ＩＤを使ったログインに統一される予定です。 

 

◆ その他 

［VPN 接続サービス］… 学外から学内ネットワークに接続 

［附属図書館 My Library］… 貸出確認・延長手続、文献複写申込、図書取寄せ・購入の申し込み等 

［ソフトウェア配布サービス］… ウイルス対策ソフト等、ソフトウェアのダウンロード 

［学習管理システム manaba］… 講義資料の配布、課題提出、出席管理、小テストなどの授業支援 

［その他］… 学内に設置されている情報基盤統括センターの PC へのログイン、学認 など 

 

 

ご不明な点は情報基盤統括センターの Web サイトをご覧ください 

 Ｗｅｂ https://www.cc.kagoshima-u.ac.jp 

 メール info@cc.kagoshima-u.ac.jp 

 電 話 099-285-7474（内線 7474） 
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鹿児島大学 ID の利用について 



「新規採用職員等情報セキュリティ研修」
の受講について

本学の情報セキュリティポリシー等の周知と、情報セキュリティインシデント発生の未然防止

を図ることを目的とした「新規採用職員等情報セキュリティ研修」の受講をお願いしております。

本研修は、新規採用者（非常勤職員、派遣職員を含む）を対象としたeラーニング型研修であり、
着任後早期に（原則として着任後、勤務初日を含めて５勤務日以内）受講を依頼するものです。

１．受講内容

１）関係規則等の通読 ※学内ネットワークからのみ閲覧可能です
・国立大学法人鹿児島大学情報セキュリティガイドライン（利用者心得）
・鹿児島大学における情報セキュリティインシデントに係る情報連絡手順書
・鹿児島大学における情報セキュリティインシデント事案に係る情報連絡体制

２）情報セキュリティ啓発動画の視聴
独立行政法人情報処理推進機構制作の
【情報セキュリティ啓発動画「映像で知る 情報セキュリティ」】
より、動画２本を各自選定し、視聴する
※視聴は学外からでも可能です https://www.ipa.go.jp/security/videos/list.html

２．受講対象者

鹿児島大学IDが新たに発行された教職員等（非常勤職員、派遣職員を含む）を対象とする。
ただし、職務上、情報処理及び情報ネットワークに係るシステム・機器等を使用する見込みが無い者
は、 ２）情報セキュリティ啓発動画の視聴については視聴のみ行っていただくことを推奨します。この
場合、受講報告は不要です。

★情報セキュリティインシデントとは？

・使用する様々なアカウントや機器類に不正にログインされたり、
受信した迷惑メールからウイルスに感染したり、
金銭を要求され、実際に支払ってしまう等のケースが発生しています。

・ウイルスに感染すると外部への情報流出や保存しているデータの改ざんが行なわれたり、知
らないうちに他の人へ感染を拡大させるリスクもあります。

・USBメモリなど情報を保存している媒体を紛失した場合も、
関係のない第三者に情報が漏えいする可能性があり、
情報セキュリティインシデントに該当します。

情報基盤統括センター サイバーセキュリティセンター

https://www.ipa.go.jp/security/videos/list.html


受 講 方 法

鹿児島大学ID (k1234567@kadai.jp) 、

鹿児島大学IDのパスワードを順に入力してください。

表示されたページに掲載されたリンク先から関係文書の通読および情報セキュリティ啓発動画を視聴し、

続けて受講報告を行ってください。

[注]関係文書の通読は学内ネットワークからのみ可能です。

学外から行う場合は、VPN接続サービスをご利用ください。スマートフォンからの接続も可能です。

※VPN接続サービス：

情報基盤統括センターHPから確認できますが、学内ネットワークからのみ参照できます

① 情報基盤統括センター ホームページのトップページ

[受講報告]バナーをクリックし、開始する

■鹿児島大学 情報基盤統括センター

https://www.cc.kagoshima-u.ac.jp/

② 直接URLを入力する・QRコードを読み込んで開始する

■新規採用職員等情報セキュリティ研修 受講報告

https://forms.office.com/r/krdct3DGE0

下記いずれかの方法により、受講可能です



受 講 方 法

鹿児島大学ID (k1234567@kadai.jp) 、

鹿児島大学IDのパスワードを順に入力してください。

表示されたページに掲載されたリンク先から関係文書の通読および情報セキュリティ啓発動画を視聴し、

続けて受講報告を行ってください。

[注]関係文書の通読は学内ネットワークからのみ可能です。

学外から行う場合は、VPN接続サービスをご利用ください。スマートフォンからの接続も可能です。

※VPN接続サービス：

情報基盤統括センターHPから確認できますが、学内ネットワークからのみ参照できます

①情報基盤統括センター ホームページのトップページ

[受講報告]バナーをクリックし、開始する

■鹿児島大学 情報基盤統括センター

https://www.cc.kagoshima-u.ac.jp/

②直接URLを入力する・QRコードを読み込んで開始する

■新規採用職員等情報セキュリティ研修 受講登録

https://forms.office.com/r/krdct3DGE0

下記いずれかの方法により、受講可能です



情報基盤統括センターHPの[受講報告]バナーか、

下記URL(QRコード)から受講可能です。

鹿児島大学ID (k1234567@kadai.jp) 、

鹿児島大学IDのパスワードを順に入力してください。

表示されたページに掲載されたリンク先から関係文書の通読

および情報セキュリティ啓発動画を視聴し、続けて受講報告を

行ってください。

※[関係文書］の閲覧は学内ネットワークからのみ可能です。

■鹿児島大学 情報基盤統括センター

https://www.cc.kagoshima-u.ac.jp/

関係文書の通読は学内ネットワークからのみ可能です。

学外から行う場合は、VPN接続サービスをご利用ください。

スマートフォンからの受講も可能です。

※VPN接続サービス：

情報基盤統括センターHPから確認できますが、学内ネットワークからのみ参照できます

■新規採用職員等情報セキュリティ研修 受講登録

https://forms.office.com/r/krdct3DGE0

受 講 方 法



■鹿児島大学 情報基盤統括センター

https://www.cc.kagoshima-u.ac.jp/

関係文書の通読は学内ネットワークからのみ可能です。

学外から行う場合は、VPN接続サービスをご利用ください。

スマートフォンからの受講も可能です。

※VPN接続サービス：

情報基盤統括センターHPから確認できますが、学内ネットワークからのみ参照できます

情報基盤統括センターHP右下の[受講報告]をクリックし、

鹿児島大学ID (k1234567@kadai.jp) と、鹿児島大学IDのパス

ワードを順に入力してください。

表示されたページに掲載されたリンク先から関係文書の通読

および情報セキュリティ啓発動画を視聴し、続けて受講報告

を行ってください。

※[関係文書］の閲覧は学内ネットワークからのみ可能です。
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